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CLI による Sx300 か Sx500 スイッチのダウンロ
ードまたはバックアップ コンフィギュレーショ
ン ファイル 

目標
 

デバイスが偶然リセットを得る場合スイッチのバックアップ コンフィギュレーション ファ
イルかログはトラブルシューティングに役立ちますまたは。 これはシステム 運転停止に対
して保護使用するファイルの手動コピーがまたは特定の作動状態のメンテナンスに含まれて
います。 たとえば、バックアップ ファイルにミラー設定、スタートアップ コンフィギュレ
ーション、または実行コンフィギュレーションをコピーし、保存することができます。 機
能の状態に戻ってスイッチをアップデートするか、または復元するのにこのファイルを使用
できます。
 
バックアップ コンフィギュレーション ファイルはスイッチ、トリビアル ファイル転送プロ
トコル（TFTP） サーバ、Secure Copy（SCP） サーバ、またはコンピュータで接続される
内蔵フラッシュ フラッシュ・メモリか USB デバイスで保存することができます。 この技
術情報は方法でメソッド次のいずれかを使用してスイッチの Command Line Interface
（CLI）によってシステム 構成 ファイルをダウンロードしか、またはバックアップするガ
イドします:
 

tftp — TFTP によってコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするか、またはバッ
クアップするためにトリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）によって方式は選択され
ます。 TFTP が主に LAN でコンピュータを起動するのに使用されファイルをダウンロードし
てまた適しています。
SCP によって（SSH に） — Secure Copy（SCP） （（SSH）） 方式はセキュア シェル
（SSH）によってコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするか、またはバックア
ップするために選択されます。 コンフィギュレーション ファイルのこのダウンロードかバッ
クアップはセキュア ネットワークに行われます。
 

注: 学ぶためにまたは Sx300 または Sx500 のバックアップ コンフィギュレーション ファイ
ルは Webベース ユーティリティによってダウンロードする方法を、ここをクリックします
切り替えます。
  

適当なデバイス
 

Sx300 シリーズ
Sx500 シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.6
  

バックアップ コンフィギュレーション ファイル
 

ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力し

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2897
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2897
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2897


て下さい。
 
注: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって CLI を、ここをクリッ
クします切り替えて下さい。
 

 
注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例では、
SG300-28 スイッチは Telnet によってアクセスされます。
 
呼び出します。 コンフィギュレーション ファイルを特定の宛先にバックアップするために
、次を入力して下さい:
 

SG350X#COPY [running-config | startup-config] [dst URL] [ |  | ]

パラメータは、次のとおりです。

running-config — 現在のコンフィギュレーションが含まれている加えられる最後の再度ブー
トする以来の管理 セッションの変更を含むコンフィギュレーション ファイル。

●

startup-config — フラッシュ メモリに保存されるコンフィギュレーション ファイル。●

dst URL —コピーされるべき目的ファイルまたはディレクトリの URL。 あらかじめ定義され
た URL エイリアスは設定することができません。

●

- tftp:// —出典 URL （ダウンロードするべき TFTP ネットワークサーバのファイルのための
tftp://ip-address/filename)。

- scp:// —出典 URL （scp:// [ユーザ名: SSH クライアントを使用してダウンロードするべき
SCP サーバのファイルのための password@]ホスト/ファイル名）。 SCP 方式を続行する前
に、SSH サーバ認証が有効に なり、対応した設定が行われたことを確かめて下さい。 CLI
によってスイッチの SSH 認証設定を行う方法に関する説明に関してはここをクリックして
下さい。 

exclude — ファイルはコピーされるファイルで機密データが含まれていません。●

含暗号化される—ファイルは暗号形式で機密データが含まれています。 このセキュアなオプ
ションはセキュアなオプションが設定されない場合、デフォルトで適用されます。

●

含プレーンテキスト—ファイルはプレーンテキスト形式で機密データが含まれています。●

ガイドライン：

TFTP または SCP のようなネットワークサーバに現在のコンフィギュレーション コンフィ
ギュレーション・ファイルをコピーするのにコピー running-config dst URL コマンドを使用
して下さい。

ネットワークサーバにスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・
ファイルをコピーするのに copy startup-config dst URL コマンドを使用して下さい。

TFTP:

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5801
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5801


注: この例では、プレーンテキスト形式の実行コンフィギュレーション ファイルは IP アド
レス 192.168.100.139 との TFTPサーバに保存されます。

SCP：

注: この例では、プレーンテキスト形式の実行コンフィギュレーション ファイルはユーザ名
および パスワードとして IP アドレス 192.168.100.139 および資格情報 cisco との SCP サ
ーバおよび cisco12345 に、それぞれ保存されます。

今スイッチからネットワークサーバ CLI によってにコンフィギュレーション ファイルのバ
ックアップに成功する必要があります。

ダウンロード コンフィギュレーション ファイル

ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力し
て下さい。

注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例では、
SG300-28 スイッチは Telnet によってアクセスされます。

呼び出します。 コンフィギュレーション ファイルを特定の出典からコピーするために、次
を入力して下さい:

SG350X#COPY [ URL] [running-config | startup-config]

 

パラメータは、次のとおりです。



ソース URL —コピーされるべき原始ファイルの位置 URL。 あらかじめ定義された URL エイ
リアスは設定することができます。 次のオプションがあります。

●

- tftp:// —出典 URL （ダウンロードするべき TFTP ネットワークサーバのファイルのための
tftp://ip-address/filename)。

- scp:// —出典 URL （scp:// [ユーザ名: SSH クライアントを使用してダウンロードするべき
SCP サーバのファイルのための password@]ホスト/ファイル名）。

running-config — 現在のコンフィギュレーションが含まれている加えられる最後の再度ブー
トする以来の管理 セッションの変更を含むコンフィギュレーション ファイル。

●

startup-config — フラッシュ メモリに保存されるコンフィギュレーション ファイル。●

ガイドライン：

ネットワークサーバからスイッチの実行コンフィギュレーション ファイルにコンフィギュレ
ーション ファイルをロードするコピー ソース URL running-config コマンドを使用して下さ
い。 ロードされたコンフィギュレーション ファイルのコマンドは実行コンフィギュレーショ
ン ファイルにそれらにコマンドが CLI 入力されたように追加されます。 結果のコンフィギュ
レーション コンフィギュレーション・ファイルは優先していてロードされたコンフィギュレ
ーション ファイルが前の実行コンフィギュレーションおよびロードされたコンフィギュレー
ション ファイルの組み合せ、です。

●

ネットワークサーバからデバイス スタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレ
ーション・ファイルにコンフィギュレーション ファイルをコピーするコピー ソース URL
startup-config コマンドを使用して下さい。 スタートアップ コンフィギュレーション コンフ
ィギュレーション・ファイルはコピーされたコンフィギュレーション ファイルと取替えられ
ます。

●

TFTP:

注: この例では、IP アドレス 192.168.100.139 との TFTPサーバからの running-config.txt と
名付けられるバックアップされた実行コンフィギュレーション ファイルはスイッチのスタ
ートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルとしてダウンロー
ドされます。

SCP：

注: この例では、IP アドレス 192.168.100.139 との SCP サーバからの config.txt と名付けら
れるバックアップされた実行コンフィギュレーション ファイルはスイッチのスタートアッ
プ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルとしてダウンロードされま
す。 使用される資格情報はユーザ名 および パスワードとして cisco および cisco12345 で
す。

ステップ 3.現在のコンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルを上書きす
るためにキーボードで『Y』 を押して下さい。

TFTP:



SCP：

CLI によってスイッチに今正常にコンフィギュレーション ファイルをダウンロードする必
要があります。
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